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第１章 国土強靭化の基本的な考え方 

第１節 計画の基本事項 

１ 計画策定の趣旨 
東日本大震災等の大規模地震をはじめ、近年、全国的に豪雨等による大規模な水害

や土砂災害が発生し、大規模自然災害に対する事前の備えを行うことの重要性が広く

認識されている。 

国では、平成 25 年 12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・

減災等に資する国土強靱化基本法」に基づき、国土強靱化に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るため、国土強靱化に係る国の計画等の指針となる「国土強靭化基

本計画」（以下「国の基本計画」という。）を平成 26 年６月に策定（平成 30 年 12

月改定）し、大規模自然災害等に備えた強靭な国づくりを推進している。 

また、長野県では、「長野県強靱化計画」（以下「県計画」という。）を平成 28 年３

月に策定（平成 30 年３月改定）している。 

このことから、高山村においても、大規模自然災害等に備えるため、国の基本計画

や県計画との整合性を図りつつ、本村における強靭な地域づくりを推進するための指

針となる「高山村国土強靭化地域計画」（以下「村計画」という。）を策定する。 

 

２ 計画の位置づけ 
村計画は、大規模自然災害に対する本村の脆弱性を認識し、その克服に向けて事前

防災及び減災その他迅速な復旧等に資する施策を総合的かつ計画的に実施するため、

村の最上位計画である「高山村総合計画」との整合を図り、国土強靭化の観点から本

村における様々な分野の個別計画等の指針として位置付ける。 

 

３ 計画の期間 
村計画の計画期間は、「高山村総合計画前期基本計画（令和元年度から令和６年度）」

の計画期間と合わせ、令和３年度から令和６年度までの４年間とし、令和７年度以降

は、計画期間を５年間とする。 
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国土強靭化の理念等 国土強靱化地域計画策定ガイドライン（第７版）より引用 

 

≪国土強靭化の理念≫ 

国土強靱化とは、大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復

興に資する施策を、まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に

実施し、強靱な国づくり・地域づくりを推進するものです。 

 

≪国土強靭化と防災との違い≫ 

「国土強靱化」と「防災」は、災害への対策という点で共通しますが、「防災」は、

基本的には、地震や洪水などの「リスク」を特定し、「そのリスクに対する対応」をと

りまとめるもので、国土強靱化は、リスクごとの対処対応をまとめるものではなく、

①あらゆるリスクを見据えつつ、②どんな事が起ころうとも最悪な事態に陥る事が避

けられるような「強靱」な行政機能や地域社会、地域経済を事前につくりあげていこ

うとするものです。 

 

≪国土強靭化地域計画の性格と位置付け≫ 

国土強靭化地域計画は、国土強靱化の観点から、地方公共団体における様々な分野

の計画等の指針となるものであり、国の基本計画と同様に、地域における国土強靱化

に係る計画等の指針としての性格を有するものです。すなわち、本村の各種計画等に

ついては、本計画を指針として、国土強靱化の観点から必要な見直しを行う必要があ

ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分野 別・個別の計画 

地域防災計画 〇〇計画 △△計画 
まち・ひと 
・しごと 

創生総合戦略 

国土強靭化地域計画は、分野別・個別計画の強靭化に関する部分の指針 

国土強靭化に 

関する指針 

高 山 村 総 合 計 画 【 第 六 次 】 

高 山 村 国 土 強 靭 化 地 域 計 画 

整合・調和 行
政
運
営
の
指
針 
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第２節 国土強靭化に向けた基本目標 

１ 基本目標 
「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会の構築に向

けた「国土強靱化」（ナショナル・レジリエンス）を推進し、村計画の基本目標は、国

の基本計画や県計画との整合を図り、いかなる大規模自然災害等が発生しようとも、

村民の生命・財産・暮らしを守るため、以下の目標を設定する。 

 

１-① 村民の生命の保護を最大限図る。 

１-② 本村及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けないよう維持する。 

１-③ 村民の財産及び公共施設に係る被害の最小化を図る。 

１-④ 本村の迅速な復旧・復興を行う。 

 

２ 事前に備えるべき目標 
本村の国土強靭化に向けた基本目標の実現に向け、事前に備えるべき目標として、

県計画との整合を図り、起こりうる事態に対して、以下のとおり７つの目標を設定す

る。 

 

2-① 人命の保護が最大限図られること。 

2-② 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること。 

2-③ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保すること。 

2-④ 必要最低限のライフラインを確保し、早期復旧ができること。 

2-⑤ 流通・経済活動を停滞させないこと。 

2-⑥ 二次的な被害を発生させないこと。 

2-⑦ 被災した方々の日常の生活が迅速に戻ること。 

 

３ 配慮すべき事項 
(１) 村民等の主体的な参画 

村民、団体、事業者等と、「自助」「共助」「公助」の考え方を共有し、国、県、村、

住民、事業者、地域、ボランティア等との適切な連携と役割分担のもと、それぞれ

が主体的に行動できる取組を推進する。 
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(２) 効率的・効果的な施策の推進 

基本目標に即して、優先度や費用対効果を考慮したうえで、災害リスクや地域の

状況等に応じて、「ハード対策」と「ソフト対策」を適切に組み合わせるなど、常に

効率的・効果的な手法の検討を心がける。 

また、指定避難所としての機能を有する公共施設については、予防保全の推進と

日常的な維持管理の着実な実践、更新時期の見極めなど的確なファシリティマネジ

メント（総合的な管理）を推進する。 

(３) 施策の推進とＰＤＣＡサイクル 

効率的・効果的に強靭化の取組を進めるためには、施策の優先度を考慮しながら

進める必要がある。そのため、村計画に位置づける個別の施策の推進は、基本目標

を踏まえ、それぞれ関連付けられる計画に基づき、優先度を考慮し進める。 

また、個別の施策については、高山村総合計画やそれぞれ関連付けられる個別計

画において、進捗管理、評価等（PDCA）を行うこととし、強靭化に関連する他の

計画を見直しする際には、村計画との整合性について留意するものとする。 

(４) 地域の特性に応じた施策の推進 

地域の特性に応じて、自然との共生、環境との調和及び景観への配慮や地域での

利用など、平常時にも有効活用される対策を取り入れることとする。 

また、人のつながりやコミュニティ機能を向上するとともに、災害時要配慮者（妊

婦、高齢者、子ども、障がい者、外国人等）に十分配慮して施策を講じ、各地域に

おいて強靱化を推進する担い手が適切に活動できる環境整備に努める。 

(５) 県や県内自治体との連携 

国土強靭化を効果的に進めるため、県や県内の自治体等と十分な情報共有・連携

を図り、効果的な防災・減災を推進する。 

(６) ＳＤＧｓ「SustainableDevelopmentGoals（持続可能な開発目標）」への貢献 

国土強靭化の理念である『「防災」の範囲を超えて、まちづくり政策・産業政策も

含めた総合的な対応を、地域づくりとして、長期を見据えながら行っていくこと』

と 2015 年 9 月の国連サミットで採択されたＳＤＧｓがめざす、持続可能な環境や

社会を構築していくための 17 の目標のひとつであるゴール 11「住み続けられるま

ちづくりを」「包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市および人間居住を実現する」

とは、親和性が高いことから、村計画の取組においても、ＳＤＧｓの目標を意識し

ながら、取組を着実に推進する。 

 



 

5 

第２章 高山村の概要 

第１節 自然的条件 

 

 

 

 

 

１ 地勢 
高山村は、長野県北東部（県庁所在地長野市の中心部からおよそ 20km の距離）に

位置し、北は横手山、笠岳、三沢山及び雁田山をもって小布施町、中野市、山ノ内町

と接し、南は破風岳、奈良山、明覚山をもって須坂市と接し、東は破風岳、御飯岳、

黒湯山、万座山、及び横手山をもって群馬県と接している。 

村の総面積は 98.56 ㎢で、村域の約 85％が森林・原野で占められ、森林地域の多

くが上信越高原国立公園に指定されている。 

村の地形は極めて複雑急峻である。村のほぼ中央を流れる松川は、白根山と横手山

の中間、池の塔から発源し、樋沢川等の支流を合わせて西流し、千曲川に注いでいる。

これらの河川は東西方向で約 1,600m の標高差の山間地を流れ、至る所で急流河川を

形成し、流域は河川の浸食作用により深い V 字の断崖をなしている。また、南部には

紫称萩山に源を発する八木沢川が、千曲川に注いでいる。 

この松川と八木沢川により形成された、西傾斜の扇状地に集落や特産品のりんごや

ぶどうなどの果樹畑が点在している。 

２ 気候 
高山村の気候は、年間を通じて気温の日較差が大きい内陸性気候である。年間平均

気温は 11.8℃と比較的冷涼で、年間平均降水量は 1,000 ㎜前後と雨が少ない一方、

東部の山間部では降雪量が 100 ㎝を越えることもあるため、特別豪雪地帯に指定され

ている。 

また、春の訪れは遅く、４・５月頃には晩霜に見舞われる自然条件にある。 
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第２節 社会的条件 

１ 高齢化と昼間人口の減少 
高齢化の進行による災害時要配慮者の増加、生活圏の広域化による昼間人口の減少

は、災害発生時における、被害の軽減や迅速な復旧・復興に欠かすことのできない自

主防災組織を中心とした地域防災力の低下の要因となることが懸念され、加えて、消

防団員の確保難も地域防災力の低下の懸念材料となる。このようなことから、地域の

防災力の向上を図るため、自主防災組織の育成や、日頃からの地域住民による防火、

防災意識の高揚と啓発を図る必要がある。 

また、山田牧場や山田温泉等の多くの観光客が訪れる地域では、観光客に配慮した

防災体制の確立が重要である。 

 

２ 孤立予想地区 
村内には孤立予想地区が８地区存在する。このうち、山田温泉、五色温泉・七味温

泉、山田牧場の４地区は、土砂崩れ等による道路や橋の決壊等により通行不能になる

恐れもあり、孤立化が予想される。また、付近に急傾斜地崩壊箇所や地すべり危険箇

所等の土砂災害危険区域が多く存在するため、特に被災しやすい状態におかれている。 

 

◆孤立予想地区（地域防災計画より） 

宮関、蕨平、天神原、荻久保、山田温泉、五色温泉・七味温泉、山田牧場 

 

３ 森林の荒廃 
村や森林組合が計画的に間伐等の森林整備を行うとともに、県により治山工事が行

われているが、林業従事者の減少や高齢化が進んでいるほか、森林所有者の山離れが

深刻化している。森林の荒廃は保水能力を低下させ、地盤を脆弱にするため、水害や

土砂崩れ等の誘因となることが懸念されている。 

 



 

7 

第３節 主要な災害リスク 

１ 災害履歴 
災 害 種 別 災害 年 月 日 災 害 原 因 災 害 箇 所 被 害 地 域 被 害 状 況 

キティ台風 

水害 

昭24.９.１ 樋沢川支流の

氾濫 

樋沢川流域 

高井鉱山元山 

高井鉱山元山 住宅床上浸水 ２棟 

り災者    30人 

非住家浸水  １棟 

橋梁流失  ３箇所 

豪雨水害 昭25.８.５ 松川支流柞沢

川の氾濫 

樋沢川流域の

土砂崩れ 

 

八木沢支流の

氾濫 

牧柞沢川流域 

 

荒井原六分セ

ギ流域 

 

八木沢川流域 

 

千本松四分セ

ギ流域 

 

樋沢川流域 

高井鉱山流域 

牧 

 

荒井原 

 

 

赤和、久保 

堀之内 

千本松 

 

 

 

高井鉱山元山 

死者     12名 

住家流失   １棟 

床上浸水   17棟 

床下浸水   60棟 

り災者    419人 

非住家流失  ３棟 

田流失埋没  50反 

田冠水    750反 

畑流失埋没  40反 

畑冠水    100反 

道路決壊  39箇所 

1,412ｍ 

橋梁流失  12箇所 

90ｍ 

護岸決壊  14箇所 

144ｍ 

豪雨水害 昭26.７.22 松川支流柞沢

川氾濫 

八木沢川氾濫 

柞沢川流域 

 

八木沢川流域 

牧 

 

荒井原、堀之内 

住家床下浸水 27棟 

り災者    135人 

非住家    ５棟 

田流失埋没  10反 

田冠水    120反 

畑流失埋没  18反 

畑冠水    90反 

道路決壊   120ｍ 

橋梁流失  ３箇所 

台風22号 昭33.９.27 樽沢川氾濫 

 

柞沢川氾濫 

 

樋沢川氾濫 

鎌田川氾濫 

 

松川氾濫 

水 中 

 

牧 

 

樋沢頭首工 

長峰水路 

鎌田林道 

山田入林道 

水 中 

 

牧 

道路決壊  ２箇所 

護岸    １箇所 

護岸    ３箇所 

頭首工   ２箇所 

頭首工   １箇所 

水路決壊  １箇所 

林道決壊  １箇所 

林道決壊  １箇所 

林道橋梁流失 

１箇所 
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災 害 種 別 災害 年 月 日 災 害 原 因 災 害 箇 所 被 害 地 域 被 害 状 況 

台風 ７ 号 風

水害 

昭34.８.14 風水害 

最大風速 

 30ｍ／sec 

全 村 全 村 死者     １名 

重傷     ４名 

軽傷     ４名 

住家全壊   10棟 

住家半壊   14棟 

床上浸水   １棟 

り災者    98人 

非住家全壊  40棟 

非住家半壊  85棟 

建築中の校舎全壊 

１箇所 

道路決壊  12箇所 

712ｍ 

橋梁流失  2.40ｍ 

護岸決壊  ６箇所 

頭首工決壊 ３箇所 

林道決壊  １箇所 

田畑流失   2.5反 

伊勢湾台風 昭34.９.26 風水害 

最大風速 

 30ｍ／sec 

全 村 全 村 軽傷     ２名 

住家全壊   ６棟 

住家半壊   32棟 

り災者    169人 

非住家全壊  32棟 

非住家半壊  18棟 

林道決壊  １箇所 

梅雨前線豪 

雨 

昭36. 松川氾濫 七味温泉 七味温泉 護岸決壊  １箇所 

林道決壊  １箇所 

台風18号 昭36.９.16 風 害 全 村 全 村 住家全壊   １棟 

住家半壊   １棟 

り災者    ８人 

非住家半壊  ３棟 

台風15号 昭56.８.23 豪雨水害 

八木沢川水系

氾濫 

全 村 全 村 床上浸水   ２棟 

床下浸水   55棟 

非住家床下浸水 

13棟 

河川決壊  42箇所 

橋梁流失  ９箇所 

村道決壊  13箇所 

592ｍ 

林道決壊  67箇所 

2,179ｍ 

農道決壊  ６箇所 

60ｍ 

がけ崩れ、山崩れ 

25箇所 

水路決壊  ９箇所 

水道管破裂 ７箇所 

断水戸数   70戸 

田冠水    6.2ha 

畑冠水    2.2ha 

被害総額 

28,568万円 
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災 害 種 別 災害 年 月 日 災 害 原 因 災 害 箇 所 被 害 地 域 被 害 状 況 

台風10号 昭57.８.１ 風水害 全 村 全 村 住家半壊   ６棟 

床下浸水   ２棟 

り災者    25人 

非住家全壊  ４棟 

非住家半壊  ２棟 

河川決壊  １箇所 

村道決壊  １箇所 

林道決壊  36箇所 

水道水源損壊１箇所 

農業用施設損壊 

16箇所 

農業用生産施設損壊 

33件 

農作物被害  337ha 

山林被害   21ha 

被害総額93,050万円 

台風18号 昭57.９.12 

 

豪雨水害 

八木沢川水系

氾濫 

中山水路氾濫 

 

八木沢川流域 

 

中山水路 

 

荒井原、堀之内 

中山地区 

床下浸水   28棟 

河川決壊  ６箇所 

林道決壊  ９箇所 

林道決壊  ７箇所 

田冠水    1.5ha 

畑冠水    1.2ha 

農業用施設損壊 

15箇所 

被害総額 

12,150万円 

台風15号 昭61.９.２ 

～３ 

豪雨水害 全 村 全 村 床下浸水   22棟 

村道決壊  12箇所 

林道決壊  66箇所 

河川決壊  ２箇所 

農業用施設損壊 

31箇所 

農地損壊  94箇所 

田冠水   0.74ha 

山林被害   0.3ha 

温泉送湯管等被害 

３箇所 

被害総額 

78,570万円 

台風19号 平３.９.27 

～28 

風  害 

最大風速 

32ｍ／sec 

全 村 全 村 果樹     221ha 

被害総額 

20,420万円 

台風26号 平６.９.29 

～30 

風  害 

最大風速 

30ｍ／sec 

全 村 全 村 果樹     160ha 

被害総額 

11,876万円 
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災 害 種 別 災害 年 月 日 災 害 原 因 災 害 箇 所 被 害 地 域 被 害 状 況 

令和 元 年 東

日本台風（台

風第19号） 

令元.10.11 

～13 

風水害 

笠岳（牧場）累

加雨量 

329.5㎜ 

※観測史上最大 

役場最大瞬間

風速 

25.6m/sec 

全 村 全 村 10月12日 

18:00避難勧告発令 

18:20避難指示発令 

避難者数858人 

床下浸水  １件 

停電世帯数（温泉25

件、五色七味4件、牧

場10件） 

道路損傷  16箇所 

橋梁損傷  1箇所 

河川損傷  8個所 

林道損傷  4個所 

果樹被害額 

1,402千円 

果樹樹体被害額 

286千円 

畜産物被害額 

319千円 

農地法面崩落 41個所 

農業用施設 10個所 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要地方道豊野南志賀公園線路肩崩落    道路をふさぐ倒木（温泉～牧場間停電） 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防団による住家の浸水被害防止作業    避難所の開設（北部トレーニングセンター） 
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２ 被害想定 
(１) 風水害 

高山村の「防災ハザードマップ」を参照 

(２) 地震 

「第３次長野県地震被害想定調査報告書」における高山村の被害想定結果は、次

のとおりである。 

なお、想定の季節及び時間帯については、それぞれ被害が最大になるものとした。 

 

想定地震 長野盆地西縁断層帯の地震（ケース３） 

マグニチュード 7.8 

強震動生成域 南側が大 

破壊開始点 南側 

 

① 建物被害（冬 18 時・強風時） （棟） 

液状化 揺 れ 断層変位 土砂災害 火災 合   計 

全壊 半壊 全壊 半壊 全壊 全壊 半壊 焼失 全壊・焼失 半壊 

0 0 * 80 0 * * 0 * 80 

 

② 死者・負傷者・重傷者数（冬深夜・強風時） （人） 

 建物倒壊 うち屋内収容物 土砂災害 火災 ブロック塀等 合計 

死 者 数 *(*) *(*) *(0) 0(0) *(0) *(*) 

負傷者数 20(*) *(*) *(*) 0(0) *(0) 20(*) 

重傷者数 10(0) *(*) *(*) 0(0) *(0) 10(0) 

 

③ 自力脱出困難者・避難者数（冬 18 時・強風時） （人） 

自 力 脱 出 困

難者数 

被災１日後 被災２日後 被災１週間後 被災１か月後 

避難者数 
う ち 避 難

所外 
避難者数 

う ち 避 難

所外 
避難者数 

う ち 避 難

所外 
避難者数 

う ち 避 難

所外 

*(0) 20 10 280 140 150 70 40 30 
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④ 避難所避難者における要配慮者数（冬 18 時・強風時） （人） 

被災１日後 被災２日後 被災１週間後 被災１か月後 

* 20 10 * 

 

⑤ ライフライン被害（被災直後） 

上 水 道 下 水 道 ガスの集中配管 電   力 

断水人口（人） 支障人数（人） 配給停止戸数（戸） 停電軒数（軒） 

4,200 4,380  1,520 

 

⑥ 物資不足量（１日後／冬 18 時・強風時） 

食料（食） 飲料水（ℓ） 毛布（枚） 

3,810 2,490 340 

 

※１ 「*」は「わずか」を示す。 

※２ 人的被害は観光客を考慮した場合を示す。( )は観光客を考慮しない場合との差を示す。 

※３ 各数値は一の位で四捨五入しており、合計は必ずしも合わない場合がある。 
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第３章 脆弱性評価 

第１節 脆弱性評価の考え方 

１ 脆弱性評価を通じた施策検討の流れ 
大規模自然災害等に対する脆弱性を分析・評価することは、国土強靱化に関する施

策を策定し、効果的かつ効率的に推進していく上で必要不可欠なプロセスであり、国

基本計画や県計画においても、脆弱性評価の結果を踏まえた施策の推進方策が示され

ている。 

村においては、本計画に掲げる国土強靱化に関する施策の推進に必要な事項を明ら

かにするため、国、県が実施した評価手法や「国土強靱化地域計画策定ガイドライン」

等を参考に、次の枠組みにより脆弱性評価を実施した。 

 

【脆弱性評価を通じた施策検討の流れ】 

 

 

 

２ 脆弱性評価において想定するリスク 
国基本計画や県計画と同様に、大規模災害全般をリスクの対象とした。 

その上で、村に甚大な被害をもたらすことが考えられる次の自然災害等を具体的な

リスクとして想定した。 

 

【想定するリスク】 

 

 

地震 風水害・土砂災害 火山災害 暴風雪・雪害 

リスクシナリオ 

「起きてはならない 

最悪の事態」の設定 

【脆弱性評価】 

事態回避に向けた 

現行施策の対応力 

について分析･評価 

推進すべき施策 

プログラムの策定 

及び推進事業の設定 
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第２節 リスクシナリオの設定及び脆弱性の評価結果 

１ リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」の設定 
国基本計画で設定されている８つの「事前に備えるべき目標」と 45 の「起きては

ならない最悪の事態」や、県計画で設定されている７つの基本目標と 32 のリスクシ

ナリオをもとに、村の地域特性等を踏まえ、７つの事前に備えるべき目標と 28 のリ

スクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」を設定した。 

 

【リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」】 

事前に備えるべき目標 リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」 

1 
人命の保護が最大限

図られること 

1-1 建物倒壊等による死傷者の発生 

1-2 住宅・多数の者が利用する施設の火災による死傷者の発生 

1-3 豪雨による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物の浸水 

1-4 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

1-5 避難勧告等の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う避難

の遅れによる死傷者の発生 

2 

負傷者等に対し、迅速

に救助、救急活動が行

われること 

2-1 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地で

の食料、飲料水等の長期にわたる不足 

2-2 警察、消防、自衛隊による救助・救急活動等の不足 

2-3 医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災による医療

機能の麻痺 

2-4 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

3 

必要不可欠な行政機

能、情報通信機能は確

保すること 

3-1 役場庁舎等をはじめとする地方行政機関の大幅な機能低下 

3-2 停電、通信施設の倒壊による情報通信の麻痺・長期停止 

4 

必要最低限のライフ

ラインを確保し、早期

復旧ができること 

4-1 電力供給ネットワークや石油・LP ガスサプライチェーンの機

能の停止 

4-2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

4-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

4-4 地域交通ネットワークが分断する事態 

5 
流通・経済活動を停滞

させないこと 

5-1 サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下による経

済活動の麻痺 

5-2 基幹的交通ネットワークの機能停止 

5-3 食料・飲料水等の安定供給の停滞 
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事前に備えるべき目標 リスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」 

6 
二次的な被害を発生

させないこと 

6-1 土石流、地すべりなど土砂災害による二次災害の発生 

6-2 火山灰による二次災害の発生 

6-3 有害物質の大規模拡散・流出 

6-4 農地・森林等の荒廃 

6-5 観光や地域農産物に対する風評被害 

6-6 避難所等における環境の悪化 

7 

被災した方々の日常

の生活が迅速に戻る

こと 

7-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が

大幅に遅れる事態 

7-2 道路啓開等の遅れにより復旧・復興が大幅に遅れる事態 

7-3 被災者の住宅や雇用の確保ができず生活再建が大幅に遅れる

事態 

7-4 地域コミュニティの崩壊により復旧・復興が大幅に遅れる事

態 
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２ 脆弱性の評価結果 
前項で定めた 28 のリスクシナリオ「起きてはならない最悪の事態」ごとに、関連す

る現行の施策の推進状況や課題等を整理し、事態の回避に向けた現行施策の対応力に

ついて、分析・評価を行った。 

 

【脆弱性の評価結果】 

事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない最悪の事態」 
脆弱性の評価結果 

1 

人命の保護が

最大限図られ

ること 

1-1 建物倒壊等による死傷者

の発生 

◆防災上重要な施設における耐震化の更

なる推進を図るとともに、長寿命化に

向けた維持修繕管理が必要 

◆立地条件による擁壁や土留め等の設置

の推進が必要 

◆人的被害の軽減に向け、住宅、ブロッ

ク塀の耐震化を進めることが最重要課

題 

◆耐震化に向け、住民への更なる周知や

耐震化に取組むための動機づけを進め

ることが必要 

1-2 住宅・多数の者が利用する

施設の火災による死傷者の

発生 

◆火災を発生させないという前提のも

と、発生した際の速やかな初期消火の

体制づくりや消防力の強化が必要 

◆住民一人ひとりの心がけを高め、未然

防止を図ることが必要 

◆地域の消防活動を担う消防団の団員確

保が必要 

1-3 豪雨による河川の氾濫に

伴う住宅などの建築物の浸

水 

◆水防体制の強化を図るとともに、関係

機関と連携のもと、河川改修や維持管

理に取組むことが必要 

◆浸水想定区域等の周知を図ることが必

要 

1-4 土石流、地すべり等の土砂

災害による死傷者の発生 

◆治山事業の積極的な導入に努めること

が必要 

◆災害の発生抑制に向けた施設整備や危

険箇所の周知等の対策が必要 

◆森林の適正管理に努めることが必要 

◆災害による土地形状の変化が起こった

際の円滑な復旧・復興に資するため、

計画的に地籍調査事業を進めることが

必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない最悪の事態」 
脆弱性の評価結果 

1-5 避難勧告等の判断の遅れ

や、情報伝達手段の不備に伴

う避難の遅れによる死傷者

の発生 

◆気象情報や避難勧告等の情報につい

て、多様な情報伝達手段を活用して、

迅速に伝達・周知することが必要 

◆適切な時期に適切な避難情報を発令す

ることが必要 

◆自らの判断で避難行動をとることがで

きるよう、自ら考える力を高めていく

ことが必要 

◆避難行動要支援者をはじめ、全ての住

民が円滑な避難行動を行うための体制

づくりが必要 

◆避難誘導にあたり、消防団、自主防災

組織、民生児童委員等の協力が必要 

2 

負傷者等に対

し、迅速に救

助、救急活動

が行われるこ

と 

2-1 長期にわたる孤立集落等

の発生（大雪を含む）や、被

災地での食料、飲料水等の長

期にわたる不足 

◆適切な役割分担のもとで、食料・飲料

水等の確保を図ることが必要 

◆道路網の強化や災害発生時の道路啓

開、緊急輸送体制の構築に取組むこと

が必要 

2-2 警察、消防、自衛隊による

救助・救急活動等の不足 

◆警察・消防等が被災することを想定

した対策が必要 

◆地域の救助・救急活動の担い手となる

消防団の育成支援に努めることが必要 

2-3 医療機関、医療従事者の不

足や、医療施設の被災による

医療機能の麻痺 

◆災害発生時の医療救護体制の強化、資

機材の備蓄に努めることが必要 

◆緊急時での資機材の搬送や被災者を病

院へ移送するへリコプターなどの手

段・方法の整備が必要 

2-4 被災地における疫病・感染

症等の大規模発生 

◆災害発生後の被災者の健康支援に取組

むことが必要 

3 

必要不可欠な

行政機能、情

報通信機能は

確保すること 

3-1 役場庁舎等をはじめとす

る地方行政機関の大幅な機

能低下 

◆行政機能が大幅に低下する事態を想定

しておくことが必要 

◆災害時相互応援協定を締結している市

町村からの支援の受入体制の検討、受

入場所の確保をしておくことが必要 

3-2 停電、通信施設の倒壊によ

る情報通信の麻痺・長期停止 

◆災害情報について、多様な情報伝達手

段を活用して、迅速に伝達・周知する

ことが必要 

◆情報通信網の耐災害性の向上や情報伝

達手段の多重化に取組むことが必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない最悪の事態」 
脆弱性の評価結果 

4 

必要最低限の

ライフライン

を確保し、早

期復旧ができ

ること 

4-1 電力供給ネットワークや

石油・LP ガスサプライチェ

ーンの機能の停止 

◆供給事業者との連携のもと、安定して

エネルギーを確保する体制の構築が必

要 

◆災害対応給油所の確保が必要 

◆主要公共施設の停電時における代替電

源の確保が必要 

4-2 上水道等の長期間にわた

る供給停止 

◆水道施設の耐震化を進めていくことが

必要 

◆老朽管の更新や施設の計画的な更新及

び維持管理が必要 

◆応急給水の体制強化に取組むことが必

要 

4-3 汚水処理施設等の長期間

にわたる機能停止 

◆施設の耐震化による被災の防止や早期

復旧の体制整備に努めることが必要 

◆老朽管の更新や施設の計画的な更新及

び維持管理が必要 

4-4 地域交通ネットワークが

分断する事態 

◆道路網の強化や災害発生時の道路啓

開、緊急搬送体制の構築に取組むこと

が必要 

◆災害発生時における公共交通の機能維

持に向けた備えが必要 

5 

流通・経済活

動を停滞させ

ないこと 

5-1 サプライチェーンの寸断

等に伴う企業の生産力低下

による経済活動の麻痺 

◆事業者の事業継続計画策定に対する意

識を向上させるとともに、策定の支援

に取り組むことが必要 

◆社会経済活動、サプライチェーンの維

持に必要なエネルギー供給の停止に備

えることが必要 

5-2 基幹的交通ネットワーク

の機能停止 

◆道路網の強化や災害発生時の道路啓

開、緊急輸送体制の構築に取組むこと

が必要 

5-3 食料・飲料水等の安定供給

の停滞 

◆適切な役割分担のもとで、食料・飲料

水等の確保を図ることが必要 

◆応急給水の体制強化に取組むことが必

要 

6 

二次的な被害

を発生させな

いこと 

6-1 土石流、地すべりなど土砂

災害による二次災害の発生 

◆関係機関との連携のもと、適切な点検

の実施や対策に取組むことが必要 

◆点検や状況調査、物資の搬送などを安

全迅速に行うため、ドローンやロボッ

トなどの先端技術の導入の推進が必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない最悪の事態」 
脆弱性の評価結果 

6-2 火山灰による二次災害の

発生 

◆火山灰の除去など道路啓開体制の構築

に取組むことが必要 

◆火山灰による停電に対応するため、主

要公共施設の代替電源の確保が必要 

◆火山灰により、水道水源が使用できな

い恐れがあるため、水道施設の維持管

理と速やかな給水の確保が必要 

6-3 有害物質の大規模拡散・流

出 

◆被災した危険物施設を早期に緊急点検

を行う体制づくりが必要 

6-4 農地・森林等の荒廃 

◆治山事業の積極的な導入に努めること

が必要 

◆農業用水を安定確保するとともに、農

地の条件整備を計画的に進めることが

必要 

◆農作物の安定生産のためには、担い手

の育成や確保、農業経営の活性化を推

進することが必要 

◆森林の適正管理に努めることが必要 

◆災害による土地形状の変化が起こった

際の円滑な復旧・復興に資するため、

計画的に地籍調査事業を進めることが

必要 

6-5 観光や地域農産物に対す

る風評被害 

◆国内外に正しい情報を発信するととも

に、プロモーション支援等の適切な対

応を実施することが必要 

6-6 避難所等における環境の

悪化 

◆適正な避難所・福祉避難所の確保に努

めることが必要 

◆住民が主体となった避難所運営に向

けた取組が必要 

◆避難生活の長期化に備えた対応が必要 

7 

被災した方々

の日常の生活

が迅速に戻る

こと 

7-1 大量に発生する災害廃棄

物 の 処 理 の 停 滞 に よ り 復

旧・復興が大幅に遅れる事態 

◆関係機関との連携のもと、災害廃棄物

の適正処理に向けた体制強化を図るこ

とが必要 

7-2 道路啓開等の遅れにより

復旧・復興が大幅に遅れる事

態 

◆道路網の強化や災害発生時の道路啓

開、緊急輸送体制の構築に取組むこと

が必要 
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事前に備える 

べき目標 

リスクシナリオ 

「起きてはならない最悪の事態」 
脆弱性の評価結果 

7-3 被災者の住宅や雇用の確

保ができず生活再建が大幅

に遅れる事態 

◆速やかな住まいの確保に向けた体制強

化が必要 

◆応急期・復旧期・復興期の状況に応じた

適切な住まいの確保が必要 

◆被災者の生活再建支援を行う体制強化

に努めることが必要 

◆生活再建に係る給付金制度等の創設を

検討しておくことが必要 

7-4 地域コミュニティの崩壊

により復旧・復興が大幅に遅

れる事態 

◆地域防災力の担い手となる自主防災組

織をはじめとした多様な組織の活動支

援に努めることが必要 

◆通常の活動支援に加え、災害発生時の

初動体制のとり方など実践論の教示が

必要 

◆避難所生活や応急仮設住宅での生活に

おいて、地域コミュニティが主体とな

って活動ができるような仕組みと支援

が必要 

◆外国人が災害時に的確な行動がとれる

よう防災広報の充実や外国人雇用企業

との連携強化など外国人の生活支援が

必要 
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第４章 国土強靱化のための施策プログラム 

第１節 対応方策の体系 

脆弱性評価の結果を踏まえ、リスクシナリオに応じた高山村の国土強靭化に向けた

対応方策の体系を以下のように整理する。 

 

事前に備える

べき目標① 
人命の保護が最大限図られること 

  

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
対応方策 

1-1 
建物倒壊等による死傷者の発

生 

1-1-① 建物の耐震化と長寿命化に向けた維持修繕管理  

1-1-② 一人ひとりの命を守る対策 

1-2 
住宅・多数の者が利用する施設

の火災による死傷者の発生 

1-2-① 火災の未然防止 

1-2-② 初期消火体制の強化 

1-2-③ 消防力の維持・強化 

1-3 
豪雨による河川の氾濫に伴う

住宅などの建築物の浸水 

1-3-① 水防体制の強化及び河川改修等の促進 

1-3-② 危険箇所の周知 

1-4 
土石流、地すべり等の土砂災害

による死傷者の発生 

1-4-① 土砂災害警戒区域等の対策の推進 

1-4-② 危険箇所の周知 

1-4-③ 森林の適正管理 

1-5 

避難勧告等の判断の遅れや、情

報伝達手段の不備に伴う避難

の遅れによる死傷者の発生 

1-5-① 
情報伝達体制の強化と多様な情報伝達手段の

確保 

1-5-② 避難勧告等の適切な発令 

1-5-③ 住民一人ひとりの適正な避難行動 

1-5-④ 避難行動要支援者対策 
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事前に備える

べき目標② 
負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること 

  

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
対応方策 

2-1 

長期にわたる孤立集落等の発

生（大雪を含む）や、被災地で

の食料、飲料水等の長期にわた

る不足 

2-1-① 適切な役割分担のもとでの備蓄 

2-1-② 事業者との連携強化 

2-1-③ 災害に強い道路網の形成 

2-1-④ 速やかな道路啓開の実現 

2-1-⑤ 緊急時の輸送体制の確立 

2-1-⑥ 情報の孤立防止対策 

2-2 
警察、消防、自衛隊による救助･

救急活動等の不足 

2-2-① 【再掲】初期消火体制の強化 

2-2-② 【再掲】消防力の維持・強化 

2-2-③ 受援体制の強化 

2-3 

医療機関、医療従事者の不足

や、医療施設の被災による医療

機能の麻痺 

2-3-① 医療機能の維持 

2-3-② 薬剤の備蓄 

2-3-③ 地域での医療体制の確保 

2-3-④ 【再掲】災害に強い道路網の形成 

2-3-⑤ 【再掲】緊急時の輸送体制の確立 

2-4 
被災地における疫病・感染症等

の大規模発生 

2-4-① 健康支援活動の体制整備 

2-4-② 心の健康への専門的な支援の推進 

2-4-③ 感染症等の予防体制の整備 

2-4-④ 防疫活動の実施体制の整備 
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事前に備える

べき目標③ 
必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保すること 

  

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
対応方策 

3-1 
役場庁舎等をはじめとする地

方行政機関の大幅な機能低下 

3-1-① 行政機能の維持 

3-1-② 職員の資質向上 

3-1-③ 【再掲】受援体制の強化 

3-1-④ 
【再掲】建物の耐震化と長寿命化に向けた維

持修繕管理 

3-1-⑤ 【再掲】初期消火体制の強化 

3-2 
停電、通信施設の倒壊による情

報通信の麻痺・長期停止 

3-2-① 
【再掲】情報伝達体制の強化と多様な情報伝

達手段の確保 

3-2-② 多様な情報伝達手段の確保、周知 

 

 

事前に備える

べき目標④ 
必要最低限のライフラインを確保し、早期復旧ができること 

  

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
対応方策 

4-1 

電 力 供 給 ネ ッ ト ワ ー ク や 石

油・LP ガスサプライチェーン

の機能の停止 

4-1-① エネルギー供給事業者との連携強化 

4-1-② 災害対応給油所の確保 

4-1-③ 停電時の代替電源の確保 

4-2 
上水道等の長期間にわたる供

給停止 

4-2-① 水道施設の耐震化・維持管理 

4-2-② 速やかな給水の確保 

4-3 
汚 水 処 理 施 設 等 の 長 期 間 に

わたる機能停止 

4-3-① 速やかな汚水処理施設の復旧 

4-3-② 下水道施設の耐震化・維持管理 

4-4 
地 域 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク が 分

断する事態 

4-4-① 【再掲】災害に強い道路網の形成 

4-4-② 【再掲】速やかな道路啓開の実現 

4-4-③ 【再掲】緊急時の輸送体制の確立 

4-4-④ 公共交通の機能維持 
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事前に備える

べき目標⑤ 
流通・経済活動を停滞させないこと 

  

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
対応方策 

5-1 

サプライチェーンの寸断等に

伴う企業の生産力低下による

経済活動の麻痺 

5-1-① 経済活動の維持 

5-2 
基幹的交通ネットワークの機

能停止 

5-2-① 【再掲】災害に強い道路網の形成 

5-2-② 【再掲】速やかな道路啓開の実現 

5-2-③ 【再掲】緊急時の輸送体制の確立 

5-3 
食料・飲料水等の安定供給の停

滞 

5-3-① 【再掲】適切な役割分担のもとでの備蓄 

5-3-② 【再掲】事業者との連携強化 

5-3-③ 【再掲】速やかな給水の確保 

 

 

事前に備える

べき目標⑥ 
二次的な被害を発生させないこと 

  

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
対応方策 

6-1 
土石流、地すべりなど土砂災害

による二次災害の発生 

6-1-① 【再掲】土砂災害警戒区域等の対策の推進 

6-1-② 【再掲】危険箇所の周知 

6-1-③ 【再掲】森林の適正管理 

6-2 火山灰による二次災害の発生 

6-2-① 【再掲】速やかな道路啓開の実現 

6-2-② 【再掲】緊急時の輸送体制の確立 

6-2-③ 【再掲】停電時の代替電源の確保 

6-2-④ 【再掲】水道施設の耐震化・維持管理 

6-2-⑤ 【再掲】速やかな給水の確保 

6-3 有害物質の大規模拡散･流出 6-3-① 危険物施設の対策 
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起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
対応方策 

6-4 農地・森林等の荒廃 

6-4-① 農業用施設の維持管理 

6-4-② 農産物の安定生産 

6-4-③ 【再掲】森林の適正管理 

6-5 
観光や地域農産物に対する風

評被害 
6-5-① 風評被害の防止 

6-6 避難所等における環境の悪化 

6-6-① 避難所の確保 

6-6-② 避難所の開設・運営体制づくり 

6-6-③ 福祉避難所の確保 

6-6-④ 【再掲】健康支援活動の体制整備 

6-6-⑤ 【再掲】心の健康への専門的な支援の推進 

6-6-⑥ 【再掲】感染症等の予防体制の整備 

 

 

事前に備える

べき目標⑦ 
被災した方々の日常の生活が迅速に戻ること 

  

起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
対応方策 

7-1 

大量に発生する災害廃棄物の

処理の停滞により復旧・復興が

大幅に遅れる事態 

7-1-① 災害廃棄物の適正処理の体制構築 

7-2 
道 路 啓 開 等 の 遅 れ に よ り 復

旧・復興が大幅に遅れる事態 

7-2-① 【再掲】災害に強い道路網の形成 

7-2-② 【再掲】速やかな道路啓開の実現 

7-2-③ 【再掲】緊急時の輸送体制の確立 

7-2-④ 【再掲】受援体制の強化 

7-3 

被災者の住宅や雇用の確保が

できず生活再建が大幅に遅れ

る事態 

7-3-① 応急危険度判定等の速やかな実施 

7-3-② 応急仮設住宅の確保 

7-3-③ 村営住宅等の活用 

7-3-④ 被災者の生活再建の支援 
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起きてはならない最悪の事態 

（リスクシナリオ） 
対応方策 

7-4 

地域コミュニティの崩壊によ

り復旧・復興が大幅に遅れる事

態 

7-4-① 地区の防災活動の担い手の育成 

7-4-② 地区活動の活性化 

7-4-③ 村民参画機会の充実 
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第２節 重点事業の設定 

No 対応方策 主要な施策・事業 

1-1-① 

3-1-④ 

建物の耐震化と長寿命化

に向けた維持修繕管理 

・公共施設の耐震化の促進 

・住宅、ブロック塀等の耐震化の促進 

・住宅の家具の転倒防止、ブロック塀の転倒防止等の平

時の備えの促進 

・公共施設等総合管理計画に基づいた公共施設等の適正

な維持管理と見直し 

・指定緊急避難場所となる地区集会所等の耐震化 

・電柱の耐震化及び地中化の推進 

・空き家、倒壊しそうな建物の事前把握 

1-2-③ 

2-2-② 
消防力の維持・強化 

・消防団員の待遇の改善と活動しやすい環境の整備 

・消防団員の確保 

・広域常備消防体制の充実 

・消防施設（防火水槽、消火栓等）の補修、更新 

・防災訓練の実施 

1-3-① 
水防体制の強化及び河川

改修等の促進 

・護岸整備、河川改修の推進 

・用排水路の機能向上と適正管理の推進 

・水利管理団体等との協働による維持管理の促進 

・流域治水対策の推進 

・自主防災組織の育成支援と自主防災組織と消防団によ

る連携した水防活動の促進 

・地区防災計画策定の推進 

1-4-① 

6-1-① 
土砂災害防止対策の推進 

・土石流、地滑り、崖崩れ等に対する防災対策の推進 

・県事業の推進の要請 

・森林整備の推進 

・水源かん養、生活環境の保全 

・自主防災組織の育成支援と活動促進 

・地区防災計画策定の推進 

1-4-② 

6-1-② 
危険箇所の周知 

・防災ハザードマップを活用した意識啓発 

・危険箇所の周知と安全な避難経路の確認促進 

・土砂災害の危険性に関する講習会・防災学習の実施 

・小規模河川や水路等の法の対象とならない危険箇所の

把握と周知 

1-4-③ 

6-1-③ 

6-4-③ 

森林の適正管理 

・計画的な間伐の促進 

・林業生産基盤の整備 

・地籍調査の実施 

・林業従事者確保のための取組みの推進 

・再生可能エネルギーの普及、活用組織化の推進 
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No 対応方策 主要な施策・事業 

1-5-① 

3-2-① 

情報伝達体制の強化と多

様な情報伝達手段の確保 

・的確な防災情報の周知 

・ＩＣＴ等を活用した迅速な情報収集、伝達 

・各種通信設備の機能強化及び適切な保守、運用 

・庁内情報ネットワーク等の機能強化及び適切な保守、

運用 

・情報伝達に関する防災訓練の実施 

・確実な情報発信を行うため、複数の職員による情報発

信機器や L アラートシステム等の操作研修の実施 

・防災拠点施設、避難所等における非常用電源及びその

燃料の確保 

・スマートフォン等への防災行政無線情報の伝達の仕組

みの構築 

2-1-① 

5-3-① 

適切な役割分担のもとで

の備蓄 

・防災用品の備蓄及び食料等の安定的な調達ルートの確

保と配給方法の検討 

・各避難所付近への物品備蓄庫の設置 

・家庭や地域における備蓄（最低３日分）の促進に向けた

啓発（ローリングストック法の推進） 

・帰宅困難者対策の推進 

2-1-③ 

2-3-④ 

4-4-① 

5-2-① 

7-2-① 

災害に強い道路網の形成 

・県に対する県道整備の要請 

・計画的な村道整備 

・通学路、幹線道路の安全対策 

・観光に寄与する道路の整備 

・交通安全施設の整備 

・道路の早期補修 

・道路舗装、橋梁の長寿命化 

2-1-④ 

4-4-② 

5-2-② 

6-2-① 

7-2-② 

速やかな道路啓開の実現 

・災害時における応急対策業務、相互協力等に関する協

定の締結 

・村内の道路啓開計画の策定 

・高山村商工会（土木・建設事業者）、電力・通信等の

ライフライン事業者等と連携した道路啓開の訓練の

実施 

・村有車両の緊急通行車両としての届出 

・関係機関への緊急通行車両・規制除外車両の事前届出

制度の周知 

・道路沿線の支障（倒木の恐れがある）樹木の計画的な

事前伐採 

・効率的な除雪作業の推進 

・凍結に強い道路環境の整備 

・地域ぐるみの除雪体制の強化 
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No 対応方策 主要な施策・事業 

2-1-⑤ 

2-3-⑤ 

4-4-③ 

5-2-③ 

6-2-② 

7-2-③ 

緊急時の輸送体制の確立 

・緊急用ヘリコプター離着陸場の整備及び維持管理 

・搬送車両の常備と点検 

・災害時における応急対策業務に関する協定の締結 

・物資輸送路等としての道路交通網確保のためのタイム

ラインの策定 

2-1-⑥ 情報の孤立防止対策 ・災害に強い情報通信設備の配備 

2-3-① 医療機能の維持 
・医療体制の充実 

・救急、夜間の医療体制の維持 

2-3-③ 地域での医療体制の確保 

・在宅医療の推進 

・村内在住医療従事者の把握 

・地域に在住する医療関係者のネットワークづくり 

・救護所の開設に必要となる資機材の備蓄 

2-4-③ 

6-6-⑥ 

感染症等の予防体制の整

備 

・新型コロナウイルス感染症等の感染症対策の実施に向

けた体制強化 

・新型コロナウイルス感染症等の感染症対策の強化 

・新型コロナウイルス感染症等の感染症対策を講じた避

難所の設営 

3-1-① 行政機能の維持 

・防災拠点となる役場庁舎の適切な維持管理 

・高山村地域防災計画、職員災害対応マニュアル、高山

村受援計画等の適切な見直し 

・BCP（高山村業務継続計画）の継続的な更新 

・職員参集訓練、災害対策本部運営訓練の実施 

・高山村受援計画に基づく国・県・市町村や災害協定締

結による関係団体との連携強化 

・重要な行政データのバックアップ体制の強化やクラウ

ド化の推進 

3-2-② 
多様な情報伝達手段の確

保、周知 

・防災行政情報通信システム（同報系無線型屋外拡声子

局、同報系無線型戸別受信機、同報系有線型戸別受信

機等）の管理、運用 

・村ホームページの活用 

・ＳＮＳ等の活用促進 

・企業とのタイアップ 

・多様なメディア等による広報の充実 

・自動二輪車等による物理的通信手段の確保 

・有線化した防災行政情報通信システムによる情報のス

マートフォン等への配信などの代替手段の導入 

・災害用伝言板の利用方法に関する普及啓発 

・ラジオの難聴地域の解消に向けた要望 

・主要な避難所へのＷｉ－Ｆｉ設備の設置 

4-1-① 
エネルギー供給事業者と

の連携強化 

・エネルギー供給事業者との協定締結 
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No 対応方策 主要な施策・事業 

4-1-③ 

6-2-③ 
停電時の代替電源の確保 

・停電時の防災拠点施設及び避難所の非常用電源及びそ

の燃料の確保 

・太陽光発電等の再生可能エネルギー設備を活用した非

常用電源や燃料劣化の少ないガス方式非常用電源設

備の整備 

・非常用発電機や蓄電池システム等の防災拠点施設及び

避難所への配備 

4-3-② 
下水道施設の耐震化・維持

管理 

・下水道施設の長寿命化に向けた維持修繕管理 

6-4-① 農業用施設の維持管理 

・農業生産基盤の整備及び適正管理 

・農地の集積及び遊休農地対策の推進 

・遊休農地の解消 

6-4-② 農産物の安定生産 

・安全・安心な農業の推進 

・認定農業者等への支援の充実 

・新規就農に対する支援の充実 

・農業法人化に向けた支援 

・生産者の負担軽減のための取組み 

6-6-① 避難所の確保 

・指定避難所の非常用電源及びその燃料の確保等による

機能強化 

・冷暖房設備及びプライバシーの保護に配慮した避難所

の整備 

・飲料水や保存食等のローリングストック方式等による

適正な備蓄 

・要配慮者等の多様なニーズに対応した保存食等の備蓄 

・複数のメニュー等の多種多様な保存食等の備蓄 

6-6-② 
避難所の開設・運営体制づ

くり 

・避難協力体制の確立（自主防災組織、民生児童委員、

社会福祉協議会、村が連携した災害時住民支え合いマ

ップの作成等） 

・避難所の冷暖房やプライバシー保護等の環境改善の推

進 

・避難所運営マニュアルの見直し 

・避難所運営マニュアルに基づく訓練の実施 

・自主防災組織の育成支援と活動促進 

6-6-③ 福祉避難所の確保 

・福祉避難所の設置 

・福祉避難所設置、福祉避難所運営マニュアルの作成と

訓練の実施 

・介護をする人の事前登録による人材確保 

・災害時における福祉避難所の設置及び管理運営に関す

る協定の締結 

7-3-③ 村営住宅等の活用 
・村営住宅の維持管理 

・移住、定住につながる村営住宅整備の推進 
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第３節 リスクシナリオに応じた施策プログラム 

１ 人命の保護が最大限図られること 

１-１ 建物倒壊等による死傷者の発生 

① 建物の耐震化と長寿命化に向けた維持修繕管理 

〇 住民の命を守るとともに、速やかな復旧・復興の実現への備えとして、多数の者

が利用する建築物について、計画的な耐震化に取組む。その際、防災上重要な施設

を優先的に実施するなど、効率的に実施する。 

〇 公共施設等総合管理計画に基づき、災害時に住民が利用する避難所や災害対策活

動の拠点となる施設、ライフライン関連施設等、地震発生による人命への重大な被

害や住民生活へ深刻な影響を及ぼすおそれのある施設については、優先的に耐震対

策を行う。 

〇 住宅の耐震化や家具の転倒防止、ブロック塀の転倒防止等の対策による被害の抑

制に向け、周知に取組む。 

【主要な施策・事業】 

・公共施設の耐震化の促進 

・住宅、ブロック塀等の耐震化の促進 

・住宅の家具の転倒防止、ブロック塀の転倒防止等の平時の備えの促進 

・公共施設等総合管理計画に基づいた公共施設等の適正な維持管理と見直し 

・指定緊急避難場所となる地区集会所等の耐震化 

・電柱の耐震化及び地中化の推進 

・空き家、倒壊しそうな建物の事前把握 

② 一人ひとりの命を守る対策 

〇 住民一人ひとりが命を守る行動をとることができるよう、様々な機会を通した普

及啓発に取組む。 

〇 防災教育など、子どもたちの安全・安心の確保に向けた取組みを推進する。 

【主要な施策・事業】 

・防災知識の普及啓発 

・小中学校での防災教育の推進 
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１-２ 住宅・多数の者が利用する施設の火災による死傷者の発生 

① 火災の未然防止 

〇 火災の未然防止には、住民一人ひとりの火災発生への予防対策の心がけが重要で

あることから、地区防災計画の策定を推進するとともに、様々な機会を通して防災

意識の向上に努める。 

〇 法令により義務化されている住宅への火災警報器の設置の周知を図る。 

○ 公共施設等における施設ごとの避難訓練の実施に努める。 

【主要な施策・事業】 

・火災の発生予防に向けた啓発 

・住宅防火診断の推進 

・公共施設等における施設ごとの避難訓練の実施 

・地区防災計画策定の推進 

② 初期消火体制の強化 

〇 発災初期における消火、救助活動等は、自主防災組織の自発的な活動が不可欠な

ことから、自主防災組織の育成支援と活動促進を図る。 

〇 大規模火災を未然に防ぐためには、初期消火が重要であるため、消火方法の啓発

や訓練を行う。また、消火器や法令により義務化されている住宅用火災警報器の設

置や更新を促す。 

【主要な施策・事業】 

・自主防災組織の育成支援と活動促進 

・自主防災組織等への女性の参加・活動促進 

・住宅用火災警報器の設置（更新）の促進 

③ 消防力の維持・強化 

〇 広域常備消防力の維持・強化に向け、消防車両や消防器具等の適正な維持管理・

更新に努める。 

〇 消防団の消防力の維持・強化に向け、装備の適正な維持管理・更新や演習・訓練

の実施に努める。また、消防団員の確保に努める。 

〇 地域消防力の強化に向け、関係機関が一体となった合同訓練の実施を検討する。 

【主要な施策・事業】 

・消防団員の待遇の改善と活動しやすい環境の整備 

・消防団員の確保 

・広域常備消防体制の充実 

・消防施設（防火水槽、消火栓等）の補修、更新 

・防災訓練の実施 
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１-３ 豪雨による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物の浸水 

① 水防体制の強化及び河川改修等の促進 

〇 関係機関との連携のもと、計画的な河川改修、維持管理に取組むとともに、農地・

水路等の維持管理に取組む。 

○ 昨今の水害の激甚化・頻発化に鑑み、河川改修だけでなく流域全体で治水対策を

行う流域治水に取組む。 

○ 地区防災計画の策定を推進するとともに、自主防災組織の育成支援や自主防災組

織と消防団による連携した水防活動の促進を図る。 

【主要な施策・事業】 

・護岸整備、河川改修の推進 

・用排水路の機能向上と適正管理の推進 

・水利管理団体等との協働による維持管理の促進 

・流域治水対策の推進 

・自主防災組織の育成支援と自主防災組織と消防団による連携した水防活動の促進 

・地区防災計画策定の推進 

② 危険箇所の周知 

〇 想定最大規模降雨に基づく浸水想定区域等について、ハザードマップ等を活用

した啓発を行うとともに、過去の被害箇所や応急対策、水害の危険性等に関する講

習会・防災学習などを通じて、住民への幅広い周知に努める。 

【主要な施策・事業】 

・浸水想定区域等の危険箇所の周知と安全な避難経路の確認の促進 

・水害の危険性に関する講習会、防災学習の実施 

・小規模河川や水路等の法の対象とならない危険箇所の把握と周知 

・過去の被害箇所及び応急対策等の把握 

 

１-４ 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

① 土砂災害防止対策の推進 

〇 関係機関との連携のもと、災害の発生抑制に向けた施設整備や危険箇所の周知等、

計画的な土砂災害警戒区域等の対策に取組む。 

○ 地区防災計画の策定を推進するとともに、自主防災組織の育成支援と活動促進を

図る。 

【主要な施策・事業】 

・土石流、地滑り、崖崩れ等に対する防災対策の推進 

・県事業の推進の要請 

・森林整備の推進 
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・水源かん養、生活環境の保全 

・自主防災組織の育成支援と活動促進 

・地区防災計画策定の推進 

② 危険箇所の周知 

〇 県が進めている土砂災害（特別）警戒区域の指定状況を踏まえつつ、ハザードマ

ップを活用し、危険箇所の周知に努める。 

〇 土砂災害防止法の対象とならない危険箇所においても災害が発生する可能性があ

ることから、自主防災組織における自主的な危険箇所の確認の活動支援や防災学習

会の開催支援に努める。 

【主要な施策・事業】 

・防災ハザードマップを活用した意識啓発 

・危険箇所の周知と安全な避難経路の確認促進 

・土砂災害の危険性に関する講習会・防災学習の実施 

・小規模河川や水路等の法の対象とならない危険箇所の把握と周知 

③ 森林の適正管理 

〇 森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、森林の適正管理や森林整備  

を推進するとともに、治山事業による森林の維持造成を行い、水源涵養、土砂の流

出の防備等を進める。 

〇 森林の適正管理や森林整備・治山事業が災害に強い森林づくりにつながることを

周知するとともに、森林保全意識の高揚に努める。 

○ 災害による土地形状の変化が起こった際の円滑な復旧・復興に資するため、計画

的に地籍調査事業を進める。 

【主要な施策・事業】 

・計画的な間伐の促進 

・林業生産基盤の整備 

・地籍調査の実施 

・林業従事者確保のための取組みの推進 

・再生可能エネルギーの普及、活用組織化の推進 

 

１-５ 避難勧告等の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う避難の遅れに

よる死傷者の発生 

① 情報伝達体制の強化と多様な情報伝達手段の確保 

〇 災害情報等を、住民に確実に伝達することができるよう、関係機関との連携のも

と情報伝達体制の強化や訓練、学習会の実施に努める。 

〇 防災拠点施設等における非常用電源及びその燃料の確保を図るとともに、防災行

政無線の適切な保守管理により、住民への情報伝達手段を確保する。 
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○ 多様な情報伝達手段（ホームページ、フェイスブック、防災アプリ、情報無線、

CATV、J アラート、L アラート、エリアメール等）を活用するとともに、新たな情

報伝達手段の追加を検討する。 

○ 情報が交錯し、混乱を招くことがないよう正しい情報を確実に伝達する。 

【主要な施策・事業】 

・的確な防災情報の周知 

・ＩＣＴ等を活用した迅速な情報収集、伝達 

・各種通信設備の機能強化及び適切な保守、運用 

・庁内情報ネットワーク等の機能強化及び適切な保守、運用 

・情報伝達に関する防災訓練の実施 

・確実な情報発信を行うため、複数の職員による情報発信機器や L アラートシステム

等の操作研修の実施 

・防災拠点施設、避難所等における非常用電源及びその燃料の確保 

・スマートフォン等への防災行政無線情報の伝達の仕組みの構築 

② 避難勧告等の適切な発令 

〇 避難勧告等に関するガイドラインに基づき、必要に応じて、避難指示等の判断・

伝達マニュアルの見直しを行う。 

○ 隣組単位等のできる限り対象者を特定した的確な避難情報を発令するため、危険

個所及び対象世帯、者の把握に努める。 

【主要な施策・事業】 

・避難指示等の判断・伝達マニュアルの見直し 

③ 住民一人ひとりの適正な避難行動 

〇 住民一人ひとりが、村から発令される避難情報についての理解を高めるため、地

区防災計画の策定を推進するとともに、防災訓練や防災学習会などの開催を通じて

啓発・周知を図る。 

〇 災害種別に応じて適切な避難行動を行うことができるよう、世帯ごとの避難計画

の作成支援と避難支援体制の整備に向け、防災チェックシートの配布などの実施に

取組む。 

【主要な施策・事業】 

・総合防災訓練の実施 

・危険箇所の周知と安全な避難経路の確認促進 

・地区防災計画策定の推進 

・外国人に対する防災知識の普及、啓発 

・防災チェックシート等の配布 

④ 避難行動要支援者対策 

〇 避難時に支援を必要とする住民の把握に向け避難行動要支援者名簿の作成、更新

に取組む。 
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〇 避難行動要支援者名簿の作成を踏まえ、一人ひとりの確実な避難体制の強化に向

け、自主防災組織や民生児童委員、社会福祉協議会、村の連携のもと、避難支援者

の決定や個別避難計画の作成により避難支援体制の強化に努める。 

〇 要配慮者の迅速な避難を支援するための災害時住民支え合いマップを整備（更

新）する。 

【主要な施策・事業】 

・避難行動要支援者名簿の作成 

・要配慮者避難支援体制の確立 

・要配慮者の迅速な避難を支援するため、自主防災組織、民生児童委員、社会福祉協

議会、村の連携による「災害時住民支え合いマップ」や「個別避難計画」の整備 
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２ 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること 

２-１ 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地での食料、

飲料水等の長期にわたる不足 

① 適切な役割分担のもとでの備蓄 

〇 被害想定や帰宅困難者対策に基づいた備蓄計画の策定を行うとともに、自助・共

助・公助の適切な役割分担のもとで備蓄の推進に取組む。 

〇 家庭や地域において、最低１人３日分以上の食料備蓄を促していくため、啓発活

動や自主防災組織における備蓄の支援に取組む。 

【主要な施策・事業】 

・防災用品の備蓄及び食料等の安定的な調達ルートの確保と配給方法の検討 

・各避難所付近への物品備蓄庫の設置 

・家庭や地域における備蓄（最低３日分）の促進に向けた啓発（ローリングストック

法の推進） 

・帰宅困難者対策の推進 

② 事業者との連携強化 

〇 事業者との協定の締結に取組み、大規模災害時における食料・飲料水等の確保に

向けた体制整備に取組む。 

【主要な施策・事業】 

・災害時における物資の供給に関する協定の締結 

③ 災害に強い道路網の形成 

〇 関係機関との連携のもと、災害に強い道路網の形成に向け、道路や橋梁の長寿命

化計画の推進に努める。 

○ 交通安全施設の整備を推進するとともに、通学路や幹線道路の安全対策の強化を

図る。 

【主要な施策・事業】 

・県に対する県道整備の要請 

・計画的な村道整備 

・通学路、幹線道路の安全対策 

・観光に寄与する道路の整備 

・交通安全施設の整備 

・道路の早期補修 

・道路舗装、橋梁の長寿命化 

④ 速やかな道路啓開の実現 

〇 高山村商工会（土木・建設事業者）との「災害時における復旧協力に関する協定」

に基づき、速やかな道路啓開の実施を図る。 

○ 電力、電話等のライフライン事業者との「災害時における相互協力に関する協定」

の締結に取組み、速やかな道路啓開の実施に向けた体制整備に取組む。 
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〇 道路啓開において発生する災害廃棄物や土砂の仮置場の確保に向け、候補地の抽

出を行う。 

〇 災害時の応急対策活動が円滑かつ迅速に実施できるように、村有車両の緊急通行

車両としての届出（事前届出制度）を行う。また、ライフライン事業者や建設事業

者、医療機関に対して緊急通行車両・規制除外車両の事前届出制度の周知に努める。 

○ 効率的な除雪作業の推進など、積雪対策の強化を図る。 

【主要な施策・事業】 

・災害時における応急対策業務、相互協力等に関する協定の締結 

・村内の道路啓開計画の策定 

・高山村商工会（土木・建設事業者）、電力・通信等のライフライン事業者等と連携した

道路啓開の訓練の実施 

・村有車両の緊急通行車両としての届出 

・関係機関への緊急通行車両・規制除外車両の事前届出制度の周知 

・道路沿線の支障（倒木の恐れがある）樹木の計画的な事前伐採 

・効率的な除雪作業の推進 

・凍結に強い道路環境の整備 

・地域ぐるみの除雪体制の強化 

⑤ 緊急時の輸送体制の確立 

〇 緊急時の輸送体制の確立に向け、これまでに整備した緊急用ヘリコプター離着陸

場の維持管理や新規整備場所の確保に取組むとともに、搬送車両の常備と点検を行

う。 

〇 緊急時における物資の搬入・搬出の円滑な実施に向け、関係機関との連携のもと、

物資配送計画や道路交通網確保のためのタイムラインの策定に取組む。 

【主要な施策・事業】 

・緊急用ヘリコプター離着陸場の整備及び維持管理 

・搬送車両の常備と点検 

・災害時における応急対策業務に関する協定の締結 

・物資輸送路等としての道路交通網確保のためのタイムラインの策定 

⑥ 情報の孤立防止対策 

〇 土砂の崩壊や電柱の倒壊が発生した場合、電話線の切断による通信障害から情報

の孤立が生じるおそれがある。そのため、孤立が想定される集落において、非常時

に外部との通信が確保できるように災害に強い情報通信設備（戸別受信機、衛星携

帯電話など）の配備に努める。 

〇 孤立が予想される集落をあらかじめ想定しておくとともに、当該集落付近に緊急

用ヘリコプター離着陸場の整備に取組む。 

【主要な施策・事業】 

・災害に強い情報通信設備の配備 
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２-２ 警察、消防、自衛隊による救助･救急活動等の不足 

① 初期消火体制の強化 

「1-2-② 初期消火体制の強化」と内容は同じ。 

② 消防力の維持・強化 

「1-2-③ 消防力の維持・強化」と内容は同じ。 

③ 受援体制の強化 

〇 大規模な災害発生時においては、災害時相互応援協定に基づく県・他自治体から

の職員の支援をはじめ、緊急消防援助隊や警察災害派遣隊、自衛隊の災害派遣とい

った様々な救援・救助部隊の活動が想定されることから、受入体制の構築に向けた

受援計画の継続的な更新を行う。 

【主要な施策・事業】 

・受援計画の継続的な更新 

 

２-３ 医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災による医療機能の麻痺  

① 医療機能の維持 

〇 災害時医療救護計画の作成、見直しを行うとともに、救護所の開設に関する周知

を行う。 

【主要な施策・事業】 

・医療体制の充実 

・救急、夜間の医療体制の維持 

② 薬剤の備蓄 

〇 大規模災害時においては、医療機関が被災したり、土砂の崩壊等を起因とした道

路閉塞が生じたりすることにより、医療機能が麻痺する事態が想定されることから、

救護所で必要となる薬剤の備蓄に努める。 

【主要な施策・事業】 

・薬剤の備蓄 

③ 地域での医療体制の確保 

〇 道路網の寸断が発生した場合においても、地域での医療の提供が可能となるよう

に、各地域に在住する医療関係者のネットワークの形成や地域での資機材の保管に

努める。 

【主要な施策・事業】 

・在宅医療の推進 

・村内在住医療従事者の把握 

・地域に在住する医療関係者のネットワークづくり 

・救護所の開設に必要となる資機材の備蓄 
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④ 災害に強い道路網の形成 

「２-１-③ 災害に強い道路網の形成」と内容は同じ。 

⑤ 緊急時の輸送体制の確立 

「２-１-⑤ 緊急時の輸送体制の確立」と内容は同じ。 

 

２-４ 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

① 健康支援活動の体制整備 

〇 災害発生後は、生活環境の悪化や被災の心理的影響から、体調を崩したり、病気

になったりすることも想定されることから、関係機関との連携のもと、被災者の健

康支援に当たる。 

【主要な施策・事業】 

・災害発生後の被災者の健康支援体制の構築 

② 心の健康への専門的な支援の推進 

〇 被災による心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）、生活の激変による依存症に対し

て、関係機関との連携のもと専門的な相談・支援が行える体制づくりに努める。 

○ ゲートキーパーの養成を推進するとともに、児童生徒のＳＯＳの出し方に関する

教育の実施に努める。 

【主要な施策・事業】 

・こころの病気に関する知識の普及・啓発 

・地域におけるネットワークの強化 

・ゲートキーパーの養成 

・児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

③ 感染症等の予防体制の整備 

〇 避難所における感染症の流行を予防するため、マスクの着用や手指消毒の奨励、

防疫活動に努める。また、感染症の発症が確認された際の患者の隔離、消毒の実施

等の蔓延防止措置についても検討しておく。 

【主要な施策・事業】 

・新型コロナウイルス感染症等の感染症対策の実施に向けた体制強化 

・新型コロナウイルス感染症等の感染症対策の強化 

・新型コロナウイルス感染症等の感染症対策を講じた避難所の設営 

④ 防疫活動の実施体制の整備 

〇 関係機関と連携し、防疫用薬剤、機材等の調達、防疫活動の実施体制の整備に努

める。 

【主要な施策・事業】 

・防疫活動の実施に向けた体制強化 
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３ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保すること 

３-１ 役場庁舎等をはじめとする地方行政機関の大幅な機能低下 

① 行政機能の維持 

〇 業務継続のため、防災拠点施設となる役場庁舎などの適切な維持管理に取組むと

ともに、重要な行政データのバックアップ体制の強化を図る。 

〇 大規模災害時においても適切な行政運営が図られるように、地域防災計画、業務

継続計画、災害対応マニュアルの適切な見直しに取組む。また、災害発生時に各種

計画が円滑かつ迅速に実行できるよう、訓練を通じて評価・検証を行っていく。 

〇 大規模災害時には、村職員だけでの対応は困難になることから、自主防災組織を

はじめとした関係団体との役割分担について検討していくとともに、高山村受援計

画に基づく国・県・市町村や災害協定締結による関係団体との連携強化に努める。 

【主要な施策・事業】 

・防災拠点となる役場庁舎の適切な維持管理 

・高山村地域防災計画、職員災害対応マニュアル、高山村受援計画等の適切な見直し 

・BCP（高山村業務継続計画）の継続的な更新 

・職員参集訓練、災害対策本部運営訓練の実施 

・高山村受援計画に基づく国・県・市町村や災害協定締結による関係団体との連携強

化 

・重要な行政データのバックアップ体制の強化やクラウド化の推進 

② 職員の資質向上 

〇 新規採用職員の研修や職場外研修の機会において、防災・減災に関する学習機会

を設けることにより、職員の資質の向上に努める。 

【主要な施策・事業】 

・各種研修の充実と参加促進 

・危機管理体制の強化 

③ 受援体制の強化 

「２-２-③ 受援体制の強化」と内容は同じ。 

④ 建物の耐震化と長寿命化に向けた維持修繕管理 

「１-１-① 建物の耐震化と長寿命化に向けた維持修繕管理」と内容は同じ。 

⑤ 初期消火体制の強化 

「１-２-② 初期消火体制の強化」と内容は同じ。 
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３-２ 停電、通信施設の倒壊による情報通信の麻痺・長期停止 

① 情報伝達体制の強化と多様な情報伝達手段の確保 

「１-５-① 情報伝達体制の強化と多様な情報伝達手段の確保」と内容は同じ。 

② 多様な情報伝達手段の確保、周知 

○ 多様な情報伝達手段（ホームページ、フェイスブック、防災アプリ、情報無線、

CATV、J アラート、L アラート、エリアメール等）を活用するとともに、新たな情

報伝達手段の追加を検討する。 

〇 災害時に、情報の寸断が発生した場合における安否確認等における情報伝達手段

として、災害用ダイヤル１７１やＷｅｂ１７１等の災害用伝言板の利用方法に関す

る啓発に努めるとともに、主要な避難所へのＷｉ－Ｆｉ設備の設置に取組む。 

〇 ラジオは、災害発生時の貴重な情報入手手段であるが、村内にてラジオを聴くこ

とができない地域があることから、その解消をラジオ放送事業者や国（総務省）に

要望する。 

【主要な施策・事業】 

・防災行政情報通信システム（同報系無線型屋外拡声子局、同報系無線型戸別受信機、

同報系有線型戸別受信機等）の管理、運用 

・村ホームページの活用 

・ＳＮＳ等の活用促進 

・企業とのタイアップ 

・多様なメディア等による広報の充実 

・自動二輪車等による物理的通信手段の確保 

・有線化した防災行政情報通信システムによる情報のスマートフォン等への配信など

の代替手段の導入 

・災害用伝言板の利用方法に関する普及啓発 

・ラジオの難聴地域の解消に向けた要望 

・主要な避難所へのＷｉ－Ｆｉ設備の設置 
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４ 必要最低限のライフラインを確保し、早期復旧ができること 

４-１ 電力供給ネットワークや石油・LP ガスサプライチェーンの機能の停止 

① エネルギー供給事業者との連携強化 

〇 災害時においても、速やかなエネルギーの確保が行われるよう、電気、石油、Ｌ

Ｐガスの供給事業者との協定締結により、確実な供給体制の構築や速やかな復旧へ

の備えに取組む。 

【主要な施策・事業】 

・エネルギー供給事業者との協定締結 

② 災害対応給油所の確保 

〇 大規模災害が発生した際に、確実に応急活動が実施できるように、災害対応給油

所の確保に取組む。 

【主要な施策・事業】 

・災害対応給油所の確保 

③ 停電時の代替電源の確保 

〇 停電時の代替電源の確保として、非常用発電設備、再生可能エネルギー設備等の

整備・活用を図る。 

【主要な施策・事業】 

・停電時の防災拠点施設及び避難所の非常用電源及びその燃料の確保 

・太陽光発電等の再生可能エネルギー設備を活用した非常用電源や燃料劣化の少ない

ガス方式非常用電源設備の整備 

・非常用発電機や蓄電池システム等の防災拠点施設及び避難所への配備 

 

４-２ 上水道等の長期間にわたる供給停止 

① 水道施設の耐震化・維持管理 

〇 老朽管路の更新を行うとともに、配水池等の基幹施設の耐震診断・設計・補強を

実施する。 

【主要な施策・事業】 

・水道施設の長寿命化に向けた維持修繕管理 

② 速やかな給水の確保 

〇 災害時において水道施設に損傷が生じる事態に備えて、復旧用配管材料等の確保

や復旧活動に従事する民間事業者との協定の締結に取組む。 

〇 水道施設が損傷した場合に、速やかな飲料水の確保に向け、応急給水の体制強化

に努める。 

○ 浴場等で利用している井戸水を応急給水として利用する。（塩素投入・タンク車で

運搬等が必要） 
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【主要な施策・事業】 

・災害時におけるライフラインの早期復旧 

・水道水源の保全 

・水道事業の健全運営 

・水道の復旧に従事する民間事業者との協定締結 

・応急給水の実施に向けた関係機関との連携強化 

・給水車や給水タンクの常備点検 

 

４-３ 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

① 速やかな汚水処理施設の復旧 

〇 災害発生後、施設の被害状況を調査し、施設が被災したときは、重大な機能障害、

二次災害の危険性を取り除くとともに、速やかに復旧できる体制強化に努める。 

○ 汚水処理施設の復旧に従事する民間事業者との協定締結を推進するとともに、仮

設トイレの備蓄、事業者等からの仮設トイレの調達体制の整備を図る。 

【主要な施策・事業】 

・災害時におけるライフラインの早期復旧 

・下水道への接続及び合併処理浄化槽の設置促進 

・下水道事業の健全運営 

・汚水処理施設の復旧に従事する民間事業者との協定締結 

・仮設トイレの備蓄、事業者等からの仮設トイレの調達体制の整備 

② 下水道施設の耐震化・維持管理 

〇 長寿命化計画で必要と判断された施設を計画的に更新し、機能の維持及び安全性

の向上に取組む。 

【主要な施策・事業】 

・下水道施設の長寿命化に向けた維持修繕管理 

 

４-４ 地域交通ネットワークが分断する事態 

① 災害に強い道路網の形成 

「２-１-③ 災害に強い道路網の形成」と内容は同じ。 

② 速やかな道路啓開の実現 

「２-１-④ 速やかな道路啓開の実現」と内容は同じ。 

③ 緊急時の輸送体制の確立 

「２-１-⑤ 緊急時の輸送体制の確立」と内容は同じ。 
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④ 公共交通の機能維持 

〇 災害時においても公共交通が維持されるよう業務継続計画の作成に努める。 

【主要な施策・事業】 

・利便性の高い公共交通体系の構築 

・公共交通機関の利用促進のための仕組みづくり 
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５ 流通・経済活動を停滞させないこと 

５-１ サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下による経済活動の

麻痺 

① 経済活動の維持 

〇 災害時に、長期間にわたって企業活動が停滞する事態を避けるため、企業におけ

る業務継続計画の策定や、災害に対する事前の備えに向けた支援に取組む。 

○ 緊急通行車両や医療機関に優先的に燃料を供給するため、石油商業組合と連携協

定を締結するとともに、協定運用を強化し、LP ガス等石油燃料以外の燃料活用につ

いても検討する。 

【主要な施策・事業】 

・村内企業における BCP（事業継続計画）の策定支援 

・災害時の石油燃料等の確保 

 

５-２ 基幹的交通ネットワークの機能停止 

① 災害に強い道路網の形成 

「2-1-③ 災害に強い道路網の形成」と内容は同じ。 

② 速やかな道路啓開の実現 

「2-1-④ 速やかな道路啓開の実現」と内容は同じ。 

③ 緊急時の輸送体制の確立 

「2-1-⑤ 緊急時の輸送体制の確立」と内容は同じ。 

 

５-３ 食料・飲料水等の安定供給の停滞 

① 適切な役割分担のもとでの備蓄 

「２-１-① 適切な役割分担のもとでの備蓄」と内容は同じ。 

② 事業者との連携強化 

「２-１-② 事業者との連携強化」と内容は同じ。 

③ 速やかな給水の確保 

「４-２-② 速やかな給水の確保」と内容は同じ。 
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６ 二次的な被害を発生させないこと 

６-１ 土石流、地すべりなど土砂災害による二次災害の発生 

① 土砂災害防止対策の推進 

「１-４-① 土砂災害防止対策の推進」と内容は同じ。 

② 危険箇所の周知 

「１-４-② 危険箇所の周知」と内容は同じ。 

③ 森林の適正管理 

「１-４-③ 森林の適正管理」と内容は同じ。 

 

６-２ 火山灰による二次災害の発生 

① 速やかな道路啓開の実現 

「２-１-④ 速やかな道路啓開の実現」と内容は同じ。 

② 緊急時の輸送体制の確立 

「２-１-⑤ 緊急時の輸送体制の確立」と内容は同じ。 

③ 停電時の代替電源の確保 

「４-１-③ 停電時の代替電源の確保」と内容は同じ。 

④ 水道施設の耐震化・維持管理 

「４-２-① 水道施設の耐震化・維持管理」と内容は同じ。 

⑤ 速やかな給水の確保 

「４-２-② 速やかな給水の確保」と内容は同じ。 

 

６-３ 有害物質の大規模拡散･流出 

① 危険物施設の対策 

〇 大規模な災害発生後において、危険物施設の損壊等により、有害物質等が大規模

に拡散・流出していないかの確認を行う体制強化に努める。 

【主要な施策・事業】 

・被災した危険物施設の緊急点検の実施体制の充実強化 
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６-４ 農地・森林等の荒廃 

① 農業用施設の維持管理 

〇 農業用施設に係る二次災害を未然に防止するため、安全性の点検を実施するとと

もに、速やかに応急復旧できる体制強化に努める。 

【主要な施策・事業】 

・農業生産基盤の整備及び適正管理 

・農地の集積及び遊休農地対策の推進 

・遊休農地の解消 

② 農産物の安定生産 

〇 遊休農地の解消、防止に取組むとともに、新規就農者の確保に努める。 

【主要な施策・事業】 

・安全・安心な農業の推進 

・認定農業者等への支援の充実 

・新規就農に対する支援の充実 

・農業法人化に向けた支援 

・生産者の負担軽減のための取組み 

③ 森林の適正管理 

「１-４-③ 森林の適正管理」と内容は同じ。 

 

６-５ 観光や地域農産物に対する風評被害 

① 風評被害の防止 

〇 関係機関と連携し、ホームページ等を通じて災害に関する状況を正確に発信する

ことにより、風評被害の防止を図る。 

〇 実際に風評被害が発生している場合は、被害の軽減を図るため、プロモーション

支援等の適切な対応を実施する。 

【主要な施策・事業】 

・風評被害防止のプロモーションの支援 

・多様なメディア等の活用 

・誘客が見込まれるエリア・世代等へのプロモーション 

・産学官連携によるＰＲ活動 
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６-６ 避難所等における環境の悪化 

① 避難所の確保 

〇 風水害、地震等の災害の種別に応じた避難所の確保に努める。 

○ 避難所における新型コロナウイルス感染症等の感染症対策として、分散避難を推

進し、避難所の密集等を防ぐため、新たな避難所等の確保に努める。 

○ 避難者の長期避難生活を想定し、できる限り快適な避難所生活をおくることがで

きるよう、避難所の環境整備に努める。 

○ 避難者の多様なニーズに対応した飲料水、保存食、寝具、日用品等の備蓄品の整

備に努める。 

【主要な施策・事業】 

・指定避難所の非常用電源及びその燃料の確保等による機能強化 

・冷暖房設備及びプライバシーの保護に配慮した避難所の整備 

・飲料水や保存食等のローリングストック方式等による適正な備蓄 

・要配慮者等の多様なニーズに対応した保存食等の備蓄 

・複数のメニュー等の多種多様な保存食等の備蓄 

② 避難所の開設・運営体制づくり 

〇 地域住民が主体となった避難所の開設・運営の体制づくりに向け、避難所運営マ

ニュアルの作成や、マニュアルを使用した訓練の実施に取組む。 

【主要な施策・事業】 

・避難協力体制の確立（自主防災組織、民生児童委員、社会福祉協議会、村が連携した

災害時住民支え合いマップの作成等） 

・避難所の冷暖房やプライバシー保護等の環境改善の推進 

・避難所運営マニュアルの見直し 

・避難所運営マニュアルに基づく訓練の実施 

・自主防災組織の育成支援と活動促進 

③ 福祉避難所の確保 

〇 福祉避難所の確保に努めるとともに、福祉避難所設置・運営マニュアルを作成し、

関係機関との連携のもと福祉避難所運営訓練や介護をする人の人材確保に努める。 

【主要な施策・事業】 

・福祉避難所の設置 

・福祉避難所設置、福祉避難所運営マニュアルの作成と訓練の実施 

・介護をする人の事前登録による人材確保 

・災害時における福祉避難所の設置及び管理運営に関する協定の締結 

④ 健康支援活動の体制整備 

「２-４-① 健康支援活動の体制整備」と内容は同じ。 
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⑤ 心の健康への専門的な支援の推進 

「２-４-② 心の健康への専門的な支援の推進」と内容は同じ。 

⑥ 感染症等の予防体制の整備 

「２-４-③ 感染症等の予防体制の整備」と内容は同じ。 
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７ 被災した方々の日常の生活が迅速に戻ること 

７-１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

れる事態 

① 災害廃棄物の適正処理の体制構築 

〇 速やかな災害廃棄物の処理に向け、災害廃棄物処理計画の策定に努める。 

〇 災害廃棄物の一時的ストックヤードの候補地の選定に取組むとともに、公的機関

や民間団体における受入条件や処理可能量等の確認を行い、協定や覚書により、災

害発生時における処理体制の構築に努める。 

【主要な施策・事業】 

・災害廃棄物処理計画の策定、見直し 

・災害廃棄物の一時的ストックヤードの確保 

・災害廃棄物の受入、処理等に関する他市町村、民間事業者との協定の締結 

・ごみ処理施設等の整備、活用 

・リサイクル活動の促進 

・不法投棄防止対策の促進 

 

７-２ 道路啓開等の遅れにより復旧・復興が大幅に遅れる事態 

① 災害に強い道路網の形成 

「2-1-③ 災害に強い道路網の形成」と内容は同じ。 

② 速やかな道路啓開の実現 

「2-1-④ 速やかな道路啓開の実現」と内容は同じ。 

③ 緊急時の輸送体制の確立 

「2-1-⑤ 緊急時の輸送体制の確立」と内容は同じ。 

④ 受援体制の強化 

「２-２-③ 受援体制の強化」と内容は同じ。 

 

７-３ 被災者の住宅や雇用の確保ができず生活再建が大幅に遅れる事態 

① 応急危険度判定等の速やかな実施 

〇 大規模災害の発生後、被害の拡大を防ぐとともに速やかな住まいの確保を行うた

めに、県等との連携を図りながら、応急危険度判定を円滑に実施するための体制整

備に努める。 

〇 大規模地震や大雨等による宅地の崩壊危険度の判定を行う被災宅地危険度判定の

速やかな実施に向け、被災宅地危険度判定士の育成に努める。 
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〇 罹災証明書の円滑な発行を行うために、住家被害認定士の育成に努める。 

【主要な施策・事業】 

・建築物応急危険度判定士の招集に関する協定の締結 

・被災宅地危険度判定士の育成 

・住家被害認定士の育成 

② 応急仮設住宅の確保 

〇 速やかな応急仮設住宅の確保に向け、応急仮設住宅の建設候補地の選定を行うと

ともに、建設事業者との協定締結を検討する。 

【主要な施策・事業】 

・応急仮設住宅の建設場所の検討 

・建設事業者との協定締結 

③ 村営住宅等の活用 

〇 避難者の健全な住生活の早期確保のために、必要に応じ、村営住宅等利用可能な

既存住宅のあっせん、活用等を図る。 

【主要な施策・事業】 

・村営住宅の維持管理 

・移住、定住につながる村営住宅整備の推進 

④ 被災者の生活再建の支援 

〇 罹災証明書の円滑な発行を行うために、住家被害認定士の育成に努める。 

〇 罹災家屋証明書をはじめ、災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金等の各種

手続きに関して、迅速かつ的確に事務処理手続きを行うため、連絡体制の強化や事

務処理手続きの周知、各種手続きに関する研修に取組む。 

〇 被災者が早期に生活再建できるように「被災者生活再建支援制度」に関する研修

を実施し、職員の対応能力の向上を図る。 

【主要な施策・事業】 

・罹災証明書の円滑かつ迅速な発行 

・各種手続きに関する説明会の実施 

・被災者生活支援相談窓口の設置の検討 

・被災者支援システムの活用に向けた職員研修の実施 

・雇用拡充の支援 

・安定的な雇用の確保 

・各種融資制度の充実及び利用促進 

・経営相談支援の充実 
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７-４ 地域コミュニティの崩壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

① 地区の防災活動の担い手の育成 

〇 地区の防災活動の担い手となる自主防災組織、消防団の活動支援に努める。 

〇 地区の防災活動のリーダーとなる人材育成に向け、防災士の資格取得の支援に取

組む。 

【主要な施策・事業】 

・自主防災組織の育成支援と活動促進 

・消防団の活動支援及び団員の確保 

・自主防災組織等への女性の参加・活動促進 

・防災士の育成支援 

② 地区活動の活性化支援 

〇 地区の自発的な活動の支援を行うとともに、コミュニティ施設の維持管理や、地

域リーダーの育成、ボランティアの活性化とＮＰＯ活動支援を実施する。 

【主要な施策・事業】 

・地域ぐるみの見守り活動の促進 

・地区防災計画の策定支援 

・若者等が集まる機会の創出 

・地域リーダーの育成（防災士等の防災危機管理資格者等） 

・コミュニティ施設の維持管理支援 

・ボランティアの活性化とＮＰＯ活動支援 

・地域におけるコミュニティ活動の推進 

・外国人に対する防災意識の普及・啓発 

③ 村民参画機会の充実 

〇 住民の多様な視点を反映した防災対策の実施による防災力向上を図るため、防災

に関する施策・方針決定過程における住民の参画を拡大し、男女共同参画、高齢者、

障がい者、その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する。 

【主要な施策・事業】 

・施策決定過程での村民参画機会の拡充 

・多様な世代等のむらづくりへの参画 
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